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2014 年度 第 2 回 特定非営利活動法人サロン 2002 理事会 報告
【日 時】2014年10月8日（水）18：00～19：30 （→

ルンへ：20:00～22:30）

【会 場】筑波大学附属高校・2F応接室
【出 席】理事：安藤裕一、岸卓巨、笹原勉、嶋﨑雅規、中塚義実、本多克己
監事：茅野英一
【記 録】岸卓巨

注）出席者のチェックを経た上で、理事長の文責で作成

報告．NPO 申請その後（岸）
○東京都からの要請により、修正書類を先週提出したため、10 月第 4 週目までには認証／不認証の決
定通知が、岸事務局長の自宅に届く予定。

議題１．名簿・個人情報管理について（安藤・本多）
○安藤理事作成資料「平成 26 年度名簿作成に係る情報収集について（お願い）」
「名簿情報調査票」の
内容について、理事会翌週にはスポーツ文化ネットワークサロン 2002 メンバーに発送できるように
審議した。理事・監事より出された意見は次の通り。

１）「平成 26 年度名簿作成に係る情報収集について（お願い）」について
□共有事項
・理事会前のやり取りの中で、
「名簿の利用目的」について明確にした方が良いとのアドバイスが、弁
護士の関会員からあった。
・salon.meibo@gmail.com のパスワードを変更する（岸担当）
・原則として全メンバーの氏名が、印刷版名簿・ウェブ版名簿に記載される。ただし、メンバーから
掲載を希望しない旨の連絡があった場合は掲載しない。
・今年度は全メンバーに印刷版名簿を配布する。来年度については今年度末に改めて審議する。
・来年度以降については名簿を簡素化していく方向で進める。
□修正事項
・前文：3 行目「サロン 2002 を構成する」を「本会を構成する」に修正する。一行ずつ改行を行う。
・1.名簿の利用目的：
④「NPO 法人サロン 2002 が主催もしくは後援する行事に関する連絡・案内等」の適用範囲を「NPO
法人サロン 2002 が関与する行事に関する連絡・案内等」のように広げる。
・2.名簿に記載する事項、3.名簿の配布・公開先：
「印刷版名簿」
「ウェブ版名簿」の順になっている箇所を、「ウェブ版名簿」
「印刷版名簿」の順に修
正する。
・5.法的責任：誰が責任を取るか明確化するために表現を修正する。
（安藤理事・本多理事が確認）
・6.名簿に関する問い合わせ：
NPO 法人サロン 2002 事務局アドレスには、salon.meibo@gmail.com を削除し、本多理事が新たに設
定するものを記載する。
・7.今後の情報収集：2 行目「毎年都度」を「毎年度」に修正する。
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・8.その他：
②「同意されない方は、名簿に掲載しません。」を削除。
「名簿に掲載されたくない項目は掲載しませ
ん」を「名簿に掲載されたくない項目は空欄のままご提出ください」に修正する。
③「なお変更内容の当会メンバーへの通知については、特に申し出がない限り各メンバーに委ねます」
を削除する。

２）「名簿情報調査票」について
□共有事項
・中塚：コメント欄には、各会員の「これまで」
「いま」
「これから」を、
「サロンとのかかわり」を含
めて記載してほしい。
□修正事項
・1 頁目に「ウェブ版」
「印刷版」の区別を明記する。
・コメント欄の項目は次の 2 つに修正する。
（細かい文言や記入例の決定については安藤理事が担当）
「自己 PR（スポーツ・文化などに関わる経歴、現在の活動、今後など）」
「サロン 2002 との関わり」

議題２．ホームページについて（本多・中塚）
○本多理事作成資料「サロン 2002 サイトリニューアル案 2014.08.19 本多案」をもとにリニューアル
の骨子について審議した。
【決定事項】
・本多理事が今回提案された項目を盛り込みリニューアル費用の見積もりを作成する。
・リニューアル費用について、平成 26 年度予算案ではホームページ関連としてサイト運営費 50,000
円のみ計上されているが、リニューアル費用を捻出できるように検討する。
【検討経緯】
・理事・監事より次のような項目を追加することが提案された。
寄付募集／プライバシーポリシー／他団体サイトとのリンク／メンバー名簿／メンバーの取り組み
・
「メンバーの取り組み」は、
「お知らせ」の部分を「サロン事業のお知らせ」と「メンバーの取り組
み」の 2 段構えにして紹介できるようにする。掲載可否の審議は理事会が担当する。

議題３．下半期事業計画
１）月例会
◆10 月月例会：11 月 1 日（土）17：00～19：00 於筑波大学附属高校会議室
・テーマは「ユース年代における 7 人制ラグビーの現状－第 1 回アシックスカップ全国高等学校 7 人
制ラグビーフットボール大会の開催に至るまでと今後の展望」
。演者は(公財)日本ラグビーフットボ
ール協会高校委員会委員長／埼玉県立熊谷農業高校の石渡利昭氏と、(公財)全国高等学校体育連盟
ラグビー専門部事務局長／都立町田の丘学園高等部川中子修氏。
・コーディネーターの嶋崎理事が案内文のたたき台を作成し、演者確認後、早急に告知を開始する。
・会場は久しぶりに筑波大学附属高校に戻る（ルンへも）。筑波大学附属高校に建設中の「桐陰会館（同
窓会館）
」が 11 月中に利用可能になる見込み。道路直結の出入口ができるので便利になる見込み。
◆11 月月例会：11 月下旬 於筑波大学附属高校
・テーマは「ドイツに学ぼう－育成システムとブンデスリーガ（仮題）」
。ベルリンのサッカークラブ
で指導されている高田勝敏氏が 11 月下旬に一時帰国。山下則之氏の上京のタイミングで実施予定。
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◆今後の展望
・12 月は「お宝映像上映会兼忘年会」
。期日未定。フットボールサロン 4-4-2 で開催
・1 月 24 日（土）に「筑波大学附属小・中・高合同研究会」にて、中塚理事長が高校生のサッカー授
業を公開する。小・中・高の体育の授業におけるサッカーを 1 月末の月例会で取り上げたい（当初
は 11 月のテーマとして考えていた）
・2 月はいまのところあいている。
・3 月は公開シンポジウム。ただし後述する共催事業が 3 月に 2 件あるため、日程・会場・内容を調
整する必要がある。

２）公開シンポジウム
◆2013 年度報告書「スポーツクラブの法人化を語ろう」進捗状況
・シンポジウムのテープ起こし原稿の演者確認がほぼ終了。寄稿についても徐々に集まっている。中
塚理事長による「サロン 2002 のあゆみ」のまとめ作業が遅れているが、10 月中には原稿をそろえ
て印刷に回す予定。
◆2014 年度テーマ・時期・会場等
・2014 年度公開シンポジウムは 3 月に開催する方向で準備を進める。

３）出張サロン
◆サロン in 桑名
・J リーグ入りを目指して設立された三重県桑名市の「ヴィアティン桑名」への出張を検討中。山下
則之氏の発案によるもので、2012 年度から候補に挙がっている。

４）共催事業
①オリンピック教育国内ユースフォーラム（仮称）
主催：筑波大学オリンピック教育プラットフォーム（CORE）
期日：2014 年 3 月 13 日(金)～15 日(日)
会場：筑波大学
概要：全国の高校生約 30 名を対象とする「オリンピック教育」の宿泊研修。2015 年 8 月末～9 月初
旬にスロバキアで開催される第 10 回国際ピエール・ド・クーベルタン・ユースフォーラムへ
の派遣生徒（7 名）の選考会を兼ねる。
②U-18 選抜フットサルトーナメント（仮称）
主催：一般財団法人日本フットサル連盟
期日：2014 年 3 月 24 日(火)～25 日(水)
会場：墨田区総合体育館
概要：全国 9 地域から「選抜」されたチームによるフットサルの競技会。12 チーム参加
中塚：サロン 2002 の法人化を検討している段階から、共催事業の可能性の一つとして会員に伝えてい
た両事業が具体化してきた。①は当日運営を手伝える人材も欲しい。東京オリンピック翌年の 2021
年には、国際ユースフォーラムを日本で開くことを目指している。②の事業理念はサロン 2002 から
生まれたものである。
茅野：サロン 2002 の法人化が認可され場合、受託事業としての実施も検討できる。
嶋崎：①について帝京高校の生徒とともに参加できる可能性あり。
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議題４．その他
１）サロン 2002 案内パンフレット作成
笹原：共催事業などの機会をサロン 2002 の会員・メンバー募集に繋げていきたい。そのために、サロ
ン 2002 の広報用パンフレットを作成する必要がある。
→

本多理事がサイトリニュール費用とともにパンフレット作成費用についても見積りを取る。

２）「事業の種」の具現化プロセス
中塚：今後、NPO サロン 2002 の事業として関わることができる「事業の種」を会員・メンバーから
どのように受け付け、どのように具現化していくかのプロセスを考えておく必要がある。
茅野：会員・メンバーの中で事業のアイデアが生まれたら、初期のもやもやした段階でいいから書面
で提出してもらえると理事会で審議することができる。ポイントは、その事業を実施することがサ
ロン 2002 の収支にどのように影響するか。

３）会計監査について
「ルン」での続きの議論の中で、年 1 回の会計監査だけだと大変だし、組織の運営上不十分なため
年 2 回実施することが提案され、その方向で進めることで合意した。
年内に茅野監事と岸事務局長で相談し、1 回目の監査を実施する。
以上
（文責：中塚義実）
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